
番
号

団体名 事業内容 効果・成果・課題
・開催日時
・場所

1
花里小学校地区自
治協議会

「三世代交流事業」
子どもから高齢者まで、地域住民参加による「も
ちつき大会」を行う。

もちつきを通じて地域住民の世代を超えた交流
を図る。又、地域のお一人暮しの高齢者の参
加を頂き民生委員を中心におもてなしを行う
（見守り活動）。

・令和4年12月3日（土）
・10時～12時
・花里小学校玄関前広場、
　花里ホール

2
おもちゃライブラリー
花里とんとん

「クリスマス会」

地域の子ども達とその保護者を対象に花里と
んとんの季節行事としてクリスマス会を実施す
る。クリスマス会を通じて親子の絆を深め、参
加者同士の交流を図る。子ども達にはサンタか
らのプレゼントの楽しみもあります。

・令和4年12月10日（土）
・14時～16時
・伸幸苑（特別養護老人ホーム）

3 西御願塚自治会

「地域交流もちつき大会」
地域住民参加による地域交流もちつき大会を開
催。自治会と老人クラブ、民生児童委員などが連
携し準備・開催にあたる。
独居老人や身障者には民生児童委員を通じてお
餅を配布する。

子どもから高齢者まで地域住民が一同に顔を
合わせ、お互いを知り合い親しくなる事で、日
頃から助け合い、安全で安心な生活を営めるよ
う、地域の輪を広げることを目的としています。

・令和4年12月11日（日）
・8時～13時
・共同利用施設さつきセンター、
 西御願塚児童遊園地

4 リテラシティ自治会
「三世代交流クリスマス会」
クリスマス会の中で各種のゲームやマジック
ショーなどを開催して一体感を促進したい。

平素は頻繁に交流が出来ないので、この企画
を通じて世代を超えた親睦を図りたい。

・令和4年12月4日（土）
・10時～12時
・池尻文化センター

5
伊丹市文化財
ボランティアの会

「子ども対象のクリスマス会」
２部構成として、第１部ではいたみの民話を聞く
会。デジタル化した紙芝居を見ながら民話を聞く。
第２部はものつくり体験。木工工作で鉄棒人形を
作り、完成品をクリスマスプレゼントとする。

子どもたちに伊丹の民話に親しんでもらうと共
に、木工工作と通じて交流し、親睦を図ってもら
う。
工作の完成品がプレゼントとなる計画である。

・令和4年12月10日（土）
・10時～12時
・いたみいきいきプラザ

6 平松自治会

「３世代交流事業　もちつき大会」
子どもからお年寄りまで全ての世代の方に参加し
てもらい、おもちをつき、丸めてもらう。参加できな
いお年寄りの方には、おもちを自宅に届ける。

子どもからお年寄りまで、全ての世代の方に参
加してもらい、一緒にもちをつき丸めてもらう。
”おもちつき”を通してつながりを深めるととも
に”もちつき”の文化を次世代に継承する。

・令和4年12月18日(日）
・8時～13時
・平松公園・平松会館

7
鈴原小学校地区自
治協議会

「三世代交流地域ふれあいもちつき大会」
地域住民参加による三世代交流もちつき大会を
開催する。
地区自治協議会と地域の方々との協同作業で、
三世代それぞれが役割を果たし、事業を伝承して
いく。

鈴原小学校地区内にお住いの子どもから高齢
者までの住民が一堂に顔を合わせてお互いを
知り合い、言葉を交わすことで日ごろから助け
合い、かつ安全で安心な生活が営めるように地
域の輪（和）を広げる。

・令和5年2月19日（日）
・9時～13時
・伊丹市鈴原小学校校庭

8 荻野自治会

「子どもふれあいクリスマススポーツ大会」
子ども達にクリスマススポーツ大会を開催させて
頂き、小さいお子様から小学生の子ども達と仲良
く運動して頂く。

コロナ禍の中、自宅にこもりがちな子供達に身
体を動かして頂き地域の子供達の交流を持っ
て頂く。

・令和4年12月17日（土）
・10時～12時
・荻野小学校

9
荻野小学校地区自
治協議会

「子ども食堂クリスマス会」
地域の方と交流して頂き、子どもから高齢者の方
が仲良く食事をして頂き、クリスマスイベントをさ
せて頂き楽しんで頂きます。

子どもひとりでも安心して来る事が出来る場所
１人ぼっちの食事を少しでもへらし地域での安
心の出来る場所また、高齢者様とふれあいして
頂き、思いやりの出来る子ども達になってほし
いです。

・令和4年12月16日（金）
・17時～19時
・荻野センター

２０２２年度歳末たすけあい運動　配分決定団体一覧

新たな年を迎える時期にあたり、ひとり暮らしの高齢者、子ども、障がいのある方等が、地域で安心して暮らすことができる
よう住民の参加や理解を得て実施される下記の福祉活動を対象に助成しています。（今年度は②の対象団体は、ありませんで
した。）

①地域での福祉活動を行う団体・グループ等が実施し、ひとり暮らしの高齢者や子ども、障がいのある方等の地域住民が参加
できる福祉活動事業
②地域での福祉活動を行う団体・グループ等が実施する、地域福祉講演会等の地域住民への福祉活動の啓発事業
③ＮＰＯ法人、障害福祉サービス事業所及び地域活動支援センター（旧法：小規模作業所及び小規模授産施設）、社会福祉法
人が実施する地域住民との連携・交流などの地域交流事業
④全市的な福祉活動への支援事業（住民交流事業、講演会等）

①地域で福祉活動を行う団体・グループなどが実施し、ひとり暮らし高齢者、子ども、障がいのある方などの地域住民が参加

　できる福祉活動事業
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10 西野第６フレンズ

「かまどで炊き出し交流会」
かまどを使用した炊き出しを行う。くじ引きをしても
らいプレゼントを渡す。会場に来られない方にボ
ランティアがおでんとプレゼントを持って訪問す
る。

災害時に使用するかまどの点検を兼ねて、炊
き出しを行い、コロナ禍での高齢者の見守りと
声掛けをすすめていく。

・令和4年12月20日（火）
・12時
・西野第6コミュニティプラザ

11 行基町南自治会
「三世代交流事業」
地域住民参加による『もちつき大会』

地域住民の高齢者から子どもまでが一所に集
まり、『もちつき』を通して世代を超え、多くの
人々達と交流することにより、お互いが親しく話
し合えるような関係作りを目的とする。

・令和4年12月4日（日）
・9時～12時30分
・ゆうかりセンター管理棟及び広
場

12 林自治会

「三世代交流事業」
子どもから高齢者まで地域住民参加型のもちつき
大会。子ども達にもちまるめをしてもらい、地域の
人達との交流・懇親を計ることを目的とする。

もちつき大会を通して、住民の交流を図ると同
時に子ども達に日本の伝統行事を伝え地域の
輪を広げることを目的とする。

・令和4年12月11日（日）
・9時30分～14時
・さつきセンター

13 佐々原自治会

「クリスマス企画＜三世代交流ワークショップ＞」
子どもから大人まで地域住民参加によるワーク
ショップを行う。
内容はバルーンアートでクリスマスリースや剣・花
等を共に製作する。参加出来なかった住民にもク
リスマスリースを持ち帰る事が出来る様に会場前
に展示する。

コロナ禍により過去２回のクリスマス会が中止
となった。子ども達に色々な事を我慢させてい
る中、クリスマスを前にしてものづくりを楽しん
でもらいたい。また、大人が子どもに作り方を教
えたり、子どもが自らの発想でも作ったりする姿
から大人もコロナ疲れを吹きとばし、三世代交
流を図る事を目的とする。

・令和4年12月10日（土）
・9時～13時
・佐々原会館

14 なないろ同好会

「福祉活動事業　秋の終わりのミニ音楽会」
二胡演奏・オカリナ演奏で元気にしてもらおう。又
ゲームを通して参加者全員で楽しみ、プレゼント
をもらおう。

外出が減ってきた今、近場で音楽を楽しみ子ど
もから高齢者、健常者も障害のある方も交流を
通して元気をもらおう。

・令和4年11月20日（日）
・13時～16時
・アイ愛センター

15 北河原子ども会

「火の用心（夜回り）」
「火の用心」の掛け声（スマホ録音、スピーカー利
用）を流しながら、拍子木を鳴らし、町内を一巡す
る。

年末年始に向けて、地域住民に安心・安全な
暮らしを啓発する。

・令和4年12月27日（火）
　　　　　　　　～12月29（木）
・19時～20時
・町内一巡

16 茶園自治会
「三世代交流事業」
日帰りバスツアー（岡山県）

新型コロナウイルスで２年間中断されているバ
スツアーを行う事で会員の親睦を計りたく企画
致しました。

・令和4年11月20日（日）
・8時～17時
・牛窓オリーブ園、旧閑谷学校

17
池尻小学校区
まちづくり協議会

「災害避難 防災訓練、自転車安全講習」
池尻小学校の体育館及び運動場で「自主避難訓
練」「防災訓練」と「自転車安全訓練」を消防署、
危機管理室の指導の元で実施する。

①避難場所の認知の為、第一次及び第二次
　 避難場所への移動訓練。
②「消防署員」による災害における行動の
　　留意点や、「危機管理室」からのアドバイス
　　など、より実践的な訓練実施を行う。

・令和4年11月6日（日）
・14時～
・池尻小学校グラウンド・体育館

18 寺本東自治会
「三世代交流事業」
コロナ禍ではありますが、工夫をしてもちつき大会
と焼いも大会を行う。会員にはおもちを配る。

もちつき大会通して明るい笑顔と心を取り戻し
てほしい。また、誰とでも親しくあいさつのでき
る地域の輪を広げることを目的とする。

・令和4年12月11日（日）
・10時～12時
・寺本東センター

19 光明町自治会

三世代交流事業「芋ほり大会」
子どもから高齢者まで、自治会住民参加による、
芋掘りを実施。参加が出来なかった一人暮らしの
高齢者・障害者・介護認定者へは、子どもたちが
掘った芋を民生児童員から訪問してプレゼントす
る。

芋ほりを通して地域住民の世代を超えた交流
を図り、お互い親しくなることで、誰もが安心し
て暮らせるように地域の輪を広げることを目的
とする。

・令和4年11月5日（土）
・9時～12時
・坂上農園（芋ほり畑）

20 御願塚自治会

「歳末警戒パトロール・歳末助け合い運動」
年末警戒パトロールで町内を子どもたちと巡回す
る。助け合い運動は町内の方々とのふれあいの
場である餅つき大会を開催する。

年末の防災・防犯の意識向上のために例年に
向けての準備。各家庭ではなかなかできない
為に自治会さんが集まり餅つき大会を行い、希
望の各家庭に配布する。

・餅つき
　令和4年12月19日（月）
　　　　　　　　　　8時～17時
・歳末警戒
　令和4年12月26日（月）
　　　　　　　　　　19時～20時

21 昆陽池自治会

「三世代交流クリスマス会」
子ども、親、祖父母世代が集まり、地域住民参加
によるクリスマス会を開催します。バルーンアート
のボランティアを招いてのバルーンアート製作体
験、子どもたちの進行によるビンゴゲームなどを
行います。

クリスマス会を通じ、普段は顔を合わせる機会
の少ない地域の子ども、親、祖父母世代の交
流を深める機会とします。

・令和4年12月25日（日）
・2時間
・スワンホール3階大ホール

22
子育て支援ボラン
ティアもこもこ

「みんなで楽しもうクリスマス！」
子ども～高齢者まで多数の参加で、異世代交流
を図りながら、クリスマス会を楽しむ。
ツリーの飾りつけ、大型スクリーンでの絵本、楽器
作りなど。サンタさんからプレゼントあり。

今年度もコロナ禍での行事となり、参加者を1/2
にしたり、プログラムにも工夫をして、感染対策
に心がけながら、安全で楽しいイベントにした
い。若い世代の行事にも配分金が使われてい
ることを伝えます。ボランティアが学生にも広
がってほしい。

・令和4年12月4日（日）
・13時30分～15時
・ラスタホール多目的ホール2F
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23 南町自治会
「地域住民三世代交流餅つき大会」

貴配分事業で南町自治会の恒例となりましたも
ちつき大会を通し世代間の交流が出来、参加
者にも非常に喜ばれております。またこの事業
に歳末たすけあい運動の分配金が助成されて
いることを町内の方に広く知ってもらい募金へ
の協力と理解をいただけています。交流を通し
お互い親しくなることで町内の防犯や助け合い
など共助の役割にもなっております。だれもが
安心して暮らせるように地域の輪を広げること
を目的とし今年は開催したいと思います。
前年はコロナ禍で中止でした。

・令和5年1月22日（日）
・9時～13時
・南町自治会館

24
地域とともに
「子育ち支援」
実行委員会

「西宮きらきら母交響楽団おうち演奏会」
子連れオーケストラ「西宮きらきら母交響楽団」の
出張演奏を、地域の親子連れ及び園児と保護者
に聞いてもらうコンサートです。

伊丹市で子育て支援センターとしての役割も担
う地域に開かれた保育施設を利用し、たくさん
の人に参加していただける催しを行うことで、地
域住民との
つながりを深めるとともに、伊丹市の子育て支
援センターなどの役割を周知する。

・令和4年12月23日（金）
　①9時30分～10時
　②10時30分～11時
・伊丹おうち保育園 遊戯室

25 桑田自治会

「桑田自治会　もちつき大会」
子どもから高齢者まで、地域住民参加によるもち
つき大会を行う。

もちつき大会を通して地域住民の世代を超えた
交流を図り、お互い親しくなることで、だれもが
安心して暮らせるように地域の輪を広げること
を目的とする。

・令和4年12月4日（日）
・9時～15時
・桑田自治会館

26
アルビス伊丹千僧
自治会

「三世代交流アルビス伊丹千僧自治会冬祭り」
神戸大学学生サークル「モダンドンチキ」（昭和の
チンドン屋さんを模した音楽バンド）音楽ショーを
楽しみ、去年に続きビンゴ大会を行うことで「冬祭
り」を盛り上げ、
三世代交流の良い機会とさせて頂きます。

自治会では夏と冬に「祭り」を企画し住民同士
の相互理解の場としています。「冬祭り」は本年
で７回目
（２０００念はコロナで中止）の比較的新しい企
画ですが、去年は１００名余の方々にご参加頂
き、ひとり
暮らしのお年寄りや障害のある方々と交流する
ことで相互理解と地域力を高め魅力ある街づく
りを進めます。

・令和4年12月4日（日）
・10時30分～12時
・アルビス伊丹千僧集会所

27 北村地区自治会
「北村地区もちつき大会」
地域住民参加によるもちつき大会

地域住民の世代を超えた交流と親睦を図ること
を目的とする。

・令和4年12月11日（日）
・4時間
・北村第二公園

28
ウェルクスエア伊丹
自治会

「ウェルクスエア伊丹 秋の文化祭」
マンション住人から作品を応募し展示します。

自治会会員の世代を超えた方々に、文化祭へ
の出展又は鑑賞を通じて、高齢者等との交流
を図り、地域コミュニティ力の向上を目指し、安
心して暮らしやすい環境づくり及び絆づくりを目
的とします。

・令和4年11月20日（日）
・10時～16時
・ウェルクスエア伊丹エントラン
ス

29 池尻西部自治会
「コロナに負けない！年末特別警戒パトロール」
年末にパトロールと自治会の親睦会を行う。少人
数に分かれて３密をさけながらコロナ対策する。

行事の中止が続くなか、地域のふれ合う場をも
うける。
一人一人の顔がみえる自治会をめざしている。

・令和4年12月25日（日）
・18時30分～21時
・池尻西部集会所

30 広畑自治会 「家族そろって火の用心」

令和４年度広畑自治会の基本方針として「三世
代融合」として、夏休みのラジオ体操、１２月の
児童遊園地のイルミネーション計画、並びにク
リスマス会いずれも子どもを中心に、お父さん、
お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんみんな
いっしょに楽しめる企画にしています。

・令和4年12月28日（水）
・17時～19時
・広畑センターから広畑全域
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31
ＮＰＯ法人
あなたらしくを
サポート

[講座]弁護士さんと考える「お墓の困りごと」
法律相談に見る様々な「困りごと」の背景につい
て、講義とワークで学ぶ啓発事業。

講師：（弁護士）中村　衣里さん

核家族が増え、少子高齢化が進んだ現代にお
いて、自分のお墓をどうするか、お墓の継承は
どうするかなど、多くの人がお墓について悩み
や関心を持
っているが、家制度に基づいた慣習にとらわれ
ていることが多い。そこで「お墓」についてジェン
ダーの視点から学ぶとともに、自分らしい終末
について考える機会を作る。

・令和4年11月2日（水）
・13時30分～15時30分
・ラスタホール

番号 団体名 事業内容 趣旨
・開催日時
・場所

33 伊丹市婦人共励会
「令和４年度　母子・父子家庭クリスマスのつど
い」
母子・父子家庭クリスマス

親子で楽しく過ごす
（新型コロナの影響の中でもマスク・手指消毒
をして実施）

・令和4年12月11日（日）
・13時～14時50分
・スワンホール

34
こうのいけ音楽祭
実行委員会

「こうのいけ音楽祭」
地域住民主体の個人・グループ等によるステージ
（歌・ダンス・楽器演奏）と、地域団体、福祉団体・
事業所等による出店（ゲーム・物販など）による野
外イベント

子どもから高齢者、障がい者など誰もが楽しめ
るイベントを通じて”鴻池の新たな魅力づくり”と
ともに、地域住民のさらなるつながりを図る。ま
た、地域のマンパワーの掘り起こしの機会とす
る。特に、音楽を中心とした元気で楽しい交流・
発表の場を通して、生の音楽やダンスといった
パフォーマンスにふれ、興味・関心の広がりと
楽しみや文化の発信を行う。コロナ禍で疎に
なっていた地域のつながりと楽しみの機会とす
る。

・令和4年11月5日（土）
・10時～15時30分
・鴻池小学校校庭
※雨天時順延（6日（日））

③NPO法人、小規模作業所、社会福祉法人が実施する地域住民との連携・交流などの地域交流事業

④全市的な福祉活動への支援事業


